
第２２回 行徳ライオンズクラブわんぱくリーグサッカー大会実施要項 

 

［大会趣旨］ 

地域社会に密接した奉仕活動を推進する中で，青少年の健全育成を目的としてこの大会を実施する。 

・ 大会を通じてサッカーの楽しさを味わう。（子どものめあて） 

・ 大会を通じて指導技術の向上を図る。  （指導者のめあて） 

・ 大会を通じて紳士的な応援を心がける。 （父母のめあて） 

 

１）大 会 名 第２２回 行徳ライオンズクラブわんぱくリーグサッカー大会 

２）主  催 行徳ライオンズクラブ・市川市サッカー協会４種委員会 

３）主  管 市川市サッカー協会４種委員会 南部支部 総武支部 

４）協  賛 スポーツロップス 

５）後  援 市川市教育委員会 

６）大会役員 会 長      鈴木善久  鈴木 衛 

       副 会 長      井上克廣    藤村忠夫 

       運営委員長 今井智茂  栗沢淳一 

       競技委員長 石原孝幸 

       競技委員      田所弘之  中里康夫  石原一幸   

石倉栄司  小西千隆  川西隼人   小井手公人 

石川安久  井田善規   

       審判委員長 武藤和彦 

       事 務 局 江口明子 

       大会事務局 齋藤隆志 井田善規 

 

７）期  日 平成３１年３月 ２日（土） 予備日３月１６日（土） 

（スポーツセンター会場は３月２３日） 

８）会  場 ■【１年生の部】行徳小，富美浜小， 

         集合８：３０  試合開始 ９：００（行徳小会場は集合１２：３０，試合開始１３：００） 

■【２年生以下の部】塩焼小，南新浜小  

 集合８：３０  試合開始 ９：００ 

■【３年生以下の部】国府台スポーツセンター，妙典小，稲荷木小，鶴指小，二俣小，鬼高小  

集合８：３０  試合開始 ９：００ 

（スポーツセンター会場は開会式実施，集合８：４５ 開会式９：００ 開始９：３０） 

鬼高小会場は集合１２：１５  試合開始１３：００ 

 

 

９）参加資格 ■大会参加チームは，市川市サッカー協会４種委員会に加盟登録すること。 

           ■大会参加者は，市川市サッカー協会４種委員会に個人登録すること。 

        ■大会参加者は，全員スポーツ安全協会傷害保険に加入のこと。 

        ■大会参加者は，全員保護者の承諾を得ていること。 

■参加チームは，所定の大会参加申込手続きを終えたチームであること。 

 

10）参加チーム 北浜ＳＳＳ 行徳ＳＣ 塩浜ＳＣ 新浜ＦＣ 福栄ＦＣ 富美浜ＳＣ 南行徳ＦＣ 

妙典ｷｯｶｰｽﾞ 南市川ＪＦＣ 大柏ＳＣ 柏井ＳＣ 中山ＦＣ 冨貴島ＦＣ ＦＣ八幡  

若宮ＦＣ ｱﾚｸﾞﾘｼﾓｶｲＦＣ 北方イレブン 市川ＭＦＣ 市川中央ＬＫ  信篤ＦＣ  

稲荷木ＳＳＣ ＦＣ鬼高 ＦＣ平田 大和田ＳＣ 市川KIＦＣ 市川真間ＳＣ  

国府台ＦＣ 国分ＳＣ 菅野ＦＣ 曽谷ＳＣ 中国分ＬＷ 百合台ＳＣ  



11）競技規則 ■【３年生以下の部】１１人制サッカー １０分ハーフ（ハーフタイム５分）１１人制用コート 

       ■【２年生以下の部】【１年生の部】６人制サッカー １５分（ハーフタイムなし） ミニコート 

       ■リーグ戦の勝ち点は，勝ち－３点，引き分け－１点，負け－０点 

       ■選手交代人数は制限無し。   ■試合球は４号ボールを使用。１，２年の部は３号ボール。 

       ■オフサイドについては１年生はなし。１，２年のコートは縦３４～３８ｍ，横２０ｍ～２５ｍ。

ＰＫはゴールの６ｍの半円の真ん中にボールを置く。順位決めのＰＫについてはセンタースポッ

トからＧＫなしで行う。センターサークルは半径３mとする。 

12）競技方法  ■審判は試合の無いチームで行う。（進行表参照） 

【３年生以下の部】主審１，副審２名  【２年生以下の部】【１年生の部】主審１，副審１名 

■審判は審判服を着用する。 

■敢闘賞のチームは本部にてトロフィー・賞状を授与。 

■ユニフォームは２着用意する。（不可能な場合は，ユニフォームと異なるビブスを用意する。） 

■ケガについては，応急処置は行うが，その後は保護者の責任において処置する。 

 

13）表 彰  ■敢闘賞 トロフィー，賞状 

 

14）参 加 費  １，０００円（１エントリーにつき） 

 

15）大会事務局  南部支部長   齋藤隆志（富美浜ＳＣ） 

                 TEL090-8777-3530 FAX  047-321-0997（自宅） 

         総武支部長   井田善規（ＦＣ鬼高） 

                 TEL090-1770-6370 FAX  047-376-0208（自宅） 

 

16）開会式・閉会式 

■開会式はスポーツセンター会場（開会式 ９：００）のみ実施します。各チームは開会式に間に

合うように集合してください。その他会場は，注意事項を説明して開始。 

１ 開会のことば     ２ 大会会長あいさつ  ３ 来賓あいさつ 

４ 選手宣誓（信篤ＳＣ） ５ 注意事項   ６ 終わりのことば 

■閉会式は行わない。チームごとに本部にあいさつをして終了。 

 

17）その他  ■会場には絶対に迷惑をかけないようにし，ゴミは始末をして必ず持ち帰ること。喫煙は会場で指

定された場所で行う。 

■駐車台数は各会場とも厳しいところがほとんどです。荷物を運ぶ車以外はできる限り公共交通機

関を利用してください。特に後から応援しにくる場合を注意してください。 

■車は各チームとも，駐車可能台数（別紙参照）を厳守のこと。また駐車に際しては，チーム名，

運転者名を明示するとともに，会場の指示に従うこと。所定の場所以外や会場付近の路上駐車は

厳禁とする。 

■審判の順番を確認し，終了後の報告を忘れないこと。帯同は，１,２年チームは１チームごと１名，

３年については２名とする。 

■大会延期の場合は ６：００に決定し，４種ホームページに掲載する。 

■メンバー表未提出のチームは２月８日（金）まで４種事務所に郵送すること。 

       ■会場の結果は，会場責任者がそれぞれの支部長まで電子メールにて報告すること。 



 

対戦リーグ一覧 

 

 

１年 
その１ その２ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ あ い う え 

行徳 

Ⅰ 行徳 北浜 南行徳Ａ  南市川Ａ 菅野Ｂ 信篤  

Ⅱ 福栄 南市川Ｂ 大柏  アレグリ 鬼高Ｂ 平田  

Ⅲ 鬼高Ａ 中山 菅野Ａ  南行徳Ｂ 新浜 南市川Ｃ  

富美浜 Ⅳ 富美浜Ｌ 妙典 若宮Ａ 柏井 冨貴島 八幡 市川真間Ａ 市川中央 

 

２年 
その１ その２ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ あ い う え 

塩焼 

Ⅰ 南市川Ａ 柏井 富美浜Ａ 冨貴島 市川真間Ａ 菅野 中山Ｂ 新浜Ａ 

Ⅱ 中山Ａ 大和田Ｂ フォルマーレ アレグリ 富美浜Ｂ 市川真間Ｂ 市川中央 国分 

Ⅲ 大和田Ａ 北方 新浜Ｂ ＭＦＣ 八幡 南市川Ｂ 若宮 市川真間Ｃ 

南新浜 
Ⅳ 信篤Ａ 妙典 鬼高Ａ 中国分 南行徳Ａ 稲荷木 平田 南市川Ｃ 

Ⅴ 南行徳Ｂ 鬼高Ｂ 北浜  百合台 信篤Ｂ 行徳  

 

３年 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

Ⅰ スポーツセンター① 中山 フォルマーレ 信篤 南市川Ｃ 北浜 

Ⅱ スポーツセンター② 百合台 冨貴島 塩浜 八幡 ＭＦＣ 

Ⅲ 稲荷木小 新浜 アレグリ 稲荷木 行徳 大柏 

Ⅳ 鶴指小 若宮 大和田 市川中央ＬＫ 国府台 南行徳 

Ⅴ 妙典小 国分 福栄 妙典Ｋ 市川ＫＩ 市川真間 

Ⅵ 鬼高小 富美浜 中国分 鬼高 南市川Ｂ  

Ⅶ 二俣小 菅野 柏井 市川Ｂａｙ 南市川Ａ  

 


